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公立美術館のコレクションを活用
一般財団法人地域創造は、地方自治体の要請
にこたえて、文化・芸術の振興による創造性豊
かな地域づくりを支援している。その事業の 1
つである公共ホール等活性化支援事業の対象と
なるジャンルは、クラシック音楽、現代ダンス、
演劇、邦楽、美術など多岐に渡る。
美術分野の公立美術館活性化事業は、
⑴　地域創造が企画を提示する型と、⑵　公立
美術館自身が企画する型に分かれる。
今回視察した岡山県新見市の新見美術館「エ
コール・ド・パリ（エコパリ）〜パリに咲いた
異邦人の夢〜」は⑴の型である。他の公立美術
館の所蔵品を活用して、複数の市町村立美術館
が開催する共同巡回展に助成するものである。
地域創造は、共同巡回展への助成を2000年以
降毎年行っており、2015年度は第16回目の巡回
展だった。2004年度の第 5回共同巡回展でも「エ
コール・ド・パリ〜夢と哀愁〜」として、⑴の
型の事業を行っており、2015年度はそれに続く
エコパリへの助成となった。
2015年度の共同巡回展に参加したのは、新見
美術館（開催日＝以下同じ＝は2015年 8 月21
日〜 9月27日）、大分市美術館（10月 3日〜11
月 8日）、はつかいち美術ギャラリー（広島県
廿日市市、11月14日〜12月27日）、清須市はる
ひ美術館（愛知県、2016年 1 月 9日〜 2月28日、
予定）の 4館である。
助成するのは準備年度と開催年度の 2カ年で
ある。準備年度は、共同開催に向けた学芸員会
議などの費用で、助成率は100％、上限額は、
参加美術館合わせて100万円である。開催年度
の助成率は 3分の 2で、上限額は合わせて1,200
万円である。
エコール・ド・パリは「パリ派」という意味
である。ただ、派といっても共通した理念や画
法があるわけではない。20世紀前半にパリに集
まり互いに刺激を受けながら自らの表現を追求

していった多彩な芸術家たちの総称である。そ
の中にはフランス生まれのユトリロやローラン
サンもいたが、その多くは、藤田嗣治（日本）、
シャガール（ロシア）、パスキン（ブルガリア）、
キスリング（ポーランド）など外国からやって
きた自由に憧れる野心的な外国人だった。
今回の企画はエコール・ド・パリ・コレクショ

ンで知られる北海道立近代美術館と、札幌芸術
の森美術館の協力で実現した。前者からはパス
キン、シャガールを中心に藤田嗣治らの油彩、
素描、版画、後者からは彫刻作品を中心とした
所蔵品、合わせて70余点が展示された。
新見美術館の場合は、市制施行10周年、新見

美術館開館25周年記念特別展などとしてこれを
行い、第13回おかやま県民文化祭共催事業でも
あった。
岡山県の北西部で、鳥取県との県境に位置す

る新見市は、ＪＲの伯備線、姫新線、芸備線が
通る交通の要衝である。人口は減少傾向にある。
会場の新見美術館は、新見庄の名主屋敷跡で

ある新見駅裏の高台に建つ。郷土出身で『鉄斎』
の著書がある横内正弘氏から寄贈を受けたコレ
クション350点を元に、地域文化の向上を目指
して1990年11月に開館した市立美術館である。
建物は鉄筋コンクリート 2階建てで、延べ

1,010平方メートル。中世をイメージした入母屋
造りで、屋根は銅板葺き、外観に石を使うなど、
土地の風土や歴史を体現している。総工費は庭
園部分を含め 3億53万円だった。
1階は第 2収蔵庫、倉庫、市民ギャラリー、

2階はエントランスホール、受付、第 1展示室、
第 2展示室、新見庄展示室、ミュージアムショッ
プ、喫茶・休憩室、第 1収蔵庫、倉庫、事務室
などで構成している。市民ギャラリーは、市民
文化活動の場である。
第 1展示室と第 2展示室は企画展の会場であ

る。新見庄展示室には、平安時代末期に最勝光
院領として成立し、鎌倉末期から戦国時代まで
京都東寺の荘園として栄えた新見庄の史料をそ

地域創造の市町村立美術館活性化事業
新見美術館（岡山県新見市）を例に



●助成金審議委員会視察レポート

ろえている。庄内では、鉄、漆、ろう、紙など
の特産物を産し、舟運も開かれていた。2015年
秋にユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界
記憶遺産に登録された「東寺百合文書」に含ま
れる国宝「たまがき書状」のレプリカなども展
示している。新見庄展示室以外の常設展は行っ
ていない。
庭園部分には枯山水庭園、牡丹園、竹林、駐
車場などがある。1991年に、「おかやま景観賞」
を受けている。
収蔵品は、日本画、洋画、版画、水彩画、彫刻、

工芸、書、写真など1,100点に及ぶ。その中心は
文人画家富岡鉄斎の作品で、80点を集めている。
円山応挙、呉春、近代では横山大観、川合玉堂、
小野竹喬、現代では平山郁夫、田渕俊夫など明
治以降の日本画の流れをたどることができ、日
本画のコレクションに特徴がある。郷土ゆかり
の洋画家や工芸家の作品も収集している。
エコパリ初日には、記念講演会「パリに咲い
た異邦人の夢」と、コンサート「パリをめぐる
音楽家たち」を催した。親子ワークショップと
して、大きな絵を親子で共同制作する「絵の世
界に入ってみよう」や、記憶の中の風景を形に
する「思い出を描こう」なども開いた。
このほか、展覧会の見どころを小学生と保護
者が一緒に鑑賞する「わくわく親子ツアー」、子
ども向けの「おはなし会シャガールとローラン
サン」、おおむね70歳以上の入館者が学芸員と
ともに鑑賞する「ゆうゆうツアー」なども行った。

巡回展の意義
複数の公立美術館による共同巡回展はどんな
意義を持っているのだろうか。
第 1は、学芸員を中心としたスタッフの企画、
制作力の向上である。今回スクラムを組んだ都
市のうち、大分市は人口47万9,325人（2015年
11月末日現在、以下同じ、ただ、一部は12月 1
日現在）で県都である。廿日市市は11万7,195
人で、世界遺産の厳島神社を持つ。 6万7,004
人の清須市は名古屋市に隣接する。 3万1,388
人の新見市は中山間の小都市である。美術館の
置かれた環境や、規模、学芸員の数などは大き
く異なる。藤井茂樹新見美術館事務局次長兼学
芸・管理係長が「共同開催の準備を通してこれ
までにないノウハウが身についた」と述懐して
いるように、学芸員にとっては、今後につなが
る成果を上げたようだ。
第 2は、公立美術館同士のネットワークづく
りである。各美術館は都道府県やブロックごと

の美術館協議会などを通じて連携する機会はあ
る。だが、それ以外の美術館同士が日頃から情
報交換する場は少ない。
第 3は、公立美術館のコレクションの有効活

用である。今回は北海道・札幌の 2美術館所蔵
の作品だったが、ここ数年では、丸亀市（香川県）
猪熊弦一郎現代美術館（2014年度）、岐阜県美
術館（2013年度）、高知県立美術館（2012年度）
のコレクションを活用している。それぞれの作
品は巡回することによって多くの人の目に触れ、
観覧者にとっては遠隔地の会場まで足を運ぶこ
となく優れた作品を鑑賞できる。
巡回展のポスターやチラシは、開催期間、会場、

案内の地図、関連イベントなどが異なるだけで
デザインや内容は 4館共通である。だが、違う
点もある。まず、観覧料である。一般の観覧料は、
大分市美術館とはつかいち美術ギャラリーが800
円、清須市はるひ美術館（予定、以下同じ）と
新見美術館は700円だった。無料の範囲もまち
まちで、はつかいちが高校生以下、大分、清須
は中学生以下、新見は市内の小・中学生に限定
した。前売り割引の有無もばらばらだった。
開館時間は、午前 9時半（新見）と10時（大

分、廿日市、清須）、閉館時間は、午後 5時（新
見）、6時（大分、廿日市）、7時（清須）で 2
時間の開きがあった。
共同巡回展という理由でこれらを統一する必

要はあるまい。それぞれの施設にはこれまでの
運営の流れや、他の特別展とのバランスがあり、
人口など地域の状況が大きく異なるためである。

新見美術館の強みと弱点
今回視察した新見美術館は、市の指定管理者

として、公益財団法人新見美術振興財団が運営
している。同美術館の強みと弱点について触れ
ておこう。
観覧者が順調に増えているのは何よりの強み

である。開館後 5年ごとの年間観覧者数を見る
と、 5周年の1995年度は7,223人、10周年の
2000年度は 1万355人、15周年の2005年度は 1
万6,524人、20周年の2010年度（12月は休館）
は 1万6,852人、25周年の2015年度は12月末日
現在 3万3,605人で過去最高となり、初めて同
市の人口を上回った。これは、時宜に適った企
画展や特別展を多く開催してきた賜物である。
今回のエコパリの観覧者総数は4,180人で、 1
日平均113人だった。
ただ、新見美術館の 1年後の1991年に開館し

て、年間平均観覧者が人口 5万2,000人の5.5倍
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に達している群馬県みどり市立富弘美術館のよ
うに集客力抜群の例もある。
美術作品購入のための美術品購入準備基金を
持っているのも強みである。一般会計から積み
立てており、美術品購入時に取り崩している。
2015年 4 月 1日現在の残高は9,453万円である。
地域創造の地域の公立文化施設実態調査報告書
（2014年度）によると、人口 1万人以上 5万人
未満の市町村で美術作品購入のための基金があ
る市町村はわずか3.2％にとどまっているだけに、
文化行政に力を入れていることが分かる。
美術館の応援団とも言える友の会やボラン

ティア組織を持っていることも強みである。地
域創造の調べでは、公立美術館全体では32.7％
の施設に友の会の組織がある。新見美術館の場
合、会費は 1口1,000円で、個人会員1口以上、
家族・団体・賛助会員は 2口以上で、2014年度
末の会員口数は219口である。会員には招待券や
割引券を配布するといった特典を用意している。
ボランティアは友の会とも連動しており、展
示品の監視などに当たっている。監視のボラン
ティアを対象に他の美術館を視察する研修会な
ども催している。
一方、新見美術館の弱点は、最寄り駅である
ＪＲ新見駅からの道順が分かりにくいことであ
る。駅から徒歩10分の距離にあるものの、公共
交通を利用した旅行者には不便である。
第 2は、収蔵作品が少なめな点である。収蔵
作品数1,100点は人口 1万人以上 5万人未満の
市町村平均の 4割程度にとどまっている。
常設展を行っていないことは、強みにも、弱
点にもなる。地域創造の同じ調査によると、人
口 1万人以上 5万人未満の市町村が2013年度
に企画展を実施した平均件数は5.3件、年間平
均日数は182.6日だった。新見美術館は 8件、
319日であり、他館に比べ、件数が多く、日数
は1.7倍に達している。
これは、歴史史料を展示する新見庄展示室は
別にして、展示スペースの関係で、常設展は行
わず、すべて企画展と特別展にしているためで
ある。選挙で言えば、基礎票が少なく浮動票頼
みであり、美術館の企画次第で観覧者数が大き
く変動することを意味している。
新見美術館は、どんな課題を抱えているのだ
ろうか。第 1は、収蔵品のウェブ公開の拡充で
ある。1,100点の収蔵品のうち、ウェブで作者と
作品名を紹介しているのが2015年12月現在71点、
このうち、画像情報が見られるのは著作権の関
係もあって44点にとどまっている。地域創造に
よると、ウェブへの収蔵品情報の公開は都道府

県の施設では進んでいるものの、市町村では遅
れており、共通の課題である。
第 2は、同美術館は市民ギャラリーを設置し、

市民に文化活動の場を提供している。しかし、
その利用状況は2014年度が年間 3組で合計16日、
2013年度は 8組43日にとどまっている。利用率
を向上させる工夫が必要である。公立美術館は、
幅広い市民の生涯学習の場としての機能を持っ
ていることを肝に命じたい。
第 3は、芸術の持つ力で地域の抱える課題に

貢献するのも公立美術館の大事な役割である。
福祉もその 1つのテーマである。今回のエコパ
リでは大分市美術館と清須市はるひ美術館は障
害者手帳などの提示者と介護者については無料
だった。新見でも今後、検討すべき課題ではな
かろうか。
これまで見た強みを生かし、弱点や課題を克

服して公立美術館としての責務を果たしていく
ことが肝要である。
なお、本稿の意見の部分は筆者個人の見解で

あることをお断りしておきたい。

⑵　共同巡回展「エコール・ド・パリ〜パリに咲いた異邦人の夢〜」
　　の会場入り口（新見美術館 2階）

⑴　新見庄の名主屋敷跡の高台に建つ新見美術館


